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細川　祐子 髙橋　亜希 勝敗
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  組み合わせは抽選で決定 6ゲーム先取ノーアド　サービス４本で開始

  組み合わせは抽選で決定 6ゲーム先取ノーアド　サービス４本で開始
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　 6ゲーム先取ノーアド　サービス4本で開始

16 32 藤村　哲司 （萩インドア）

井原　夕太 （いずみテニス） 15 31 岡田　泰昌 （　　ﾌﾘｰ　）

8 16

芝田　謙二 （萩インドア）

14 30 門野　伊吹 （ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞTA）

20 24

二宮　新吾 （　MOS　） 13 29 鈴木　聡志 （　MOS　）

7 15

宮下　涼匡 （ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞTA）

男子Ｂ

3位

12 28 高橋　俊浩 （　MOS　）

26 28

川池　勇人 （ テニス愛好会 ） 11 27 吉川　太一 （三観テニス）

6 14

秦泉寺　拓也 （萩インドア）

10 26 原　康登 （ テニス愛好会 ）

19 23

辻　輝幸 （三観テニス） 9
31

25 堀池　尚司

5 13

今井　耕平 （　　ﾌﾘｰ　）

8 24 細川　毅 （萩クラブ）

29 30

（萩インドア）

今村　雅彦 （萩インドア） 7 23 大西　浩司 （　MOS　）

4 12

大西　翔太 （いずみテニス）

6 22 寳田　知弘 （萩インドア）

18 22

石川　真慎 （　MOS　） 5 21 和泉　有記 （いずみテニス）

3 11

梶　正敬 （丸亀テニス）

25 27

青木　勇人 （　MOS　） 3 19 井原　功二 （　MOS　）

2 10

国土　修治 （萩インドア）

【男子Ｂクラス　本戦トーナメント】

男子Ｂ
優勝

男子Ｂ
準優勝

2021.12.12

2 18 川原　茂 （飯野テニス）

17 21

合田　篤史 （ テニス愛好会 ） 1 17 喜屋武　広己 （ テニス愛好会 ）

1 9

吉田　学 （　　ﾌﾘｰ　）

4 20 矢野　貴昭 （萩インドア）



日時：2021年12月12日（日）　8:00～ 場所：観音寺総合運動公園テニスコート　計６面

第１コート 第2コート 第３コート 第４コート 第５コート 第６コート

（グランド側） （体育館側）

8:00　 ～　 8:30 受付

8:00　 ～ 　8:45 練習時間

　 8:45　 ～  9:00　 要項説明

9:10　 ～　 9:50 男Ａ-1Ｇ-① 男Ａ-2Ｇ-① 男Ａ-3Ｇ-① 男Ａ-4Ｇ-① 女-① 男B-1

9:50　 ～ 　10:30 男B-2 男B-3 男B-4 男B-5 男B-6 男B-7

10:30 　～  11:10 男B-8 男B-9 男B-10 男B-11 男B-12 男B-13

11:10  ～  11:50 男B-14 男B-15 男B-16 女-② 男Ａ-1Ｇ-② 男Ａ-2Ｇ-②

11:50  ～  12:30 男Ａ-3Ｇ-② 男Ａ-4Ｇ-② 男B-17 男B-18 男B-19 男B-20

12:30  ～  13:10 男B-21 男B-22 男B-23 男B-24 女-③ 男Ａ-1Ｇ-③

13:10  ～  13:40 男Ａ-2Ｇ-③ 男Ａ-3Ｇ-③ 男Ａ-4Ｇ-③ 男Bｺﾝ-1 男Bｺﾝ-2 男Bｺﾝ-3

13:40　～　14:10 男Bｺﾝ-4 男Bｺﾝ-5 男Bｺﾝ-6 男Bｺﾝ-7 男Bｺﾝ-8 男B-25

14:10　～　14:50 男B-26 男B-27 男B-28 男A-準決-1 男A-準決-２ 男Bｺﾝ-9

14:50　～　15:20 男Bｺﾝ-10 男Bｺﾝ-11 男Bｺﾝ-12 男B-準決-29 男B-準決-30

 15:20　～  16:00　 男Bｺﾝ-13 男Bｺﾝ-14 男A-3位決定 男B-3位決定

  16:00  ～  16:40 男Bｺﾝ-決勝 男A-決勝 男B-決勝-31

  16:40  ～  17:00

【注意事項】

※試合中以外はマスクを着用してください。(新型コロナウィルス感染防止）

※こまめに手洗いを行ってください。（新型コロナウィルス感染防止）

※テニスコート内、及びスタンドは禁煙です。所定の場所で喫煙してください。

※コート整備は8時45分までの自由練習後と全試合終了後にお願いします。

※コールされた時、対戦表の上側の方が、ボールとスコアカードを本部席まで取りに来てください。

（本戦1回戦と決勝はNEWボールを使用、他はｾｯﾄボール使用）

※試合終了後、勝者がボールとスコアカード（記入する）を本部席まで返して下さい。

令和3年度　第5回三観シングルス大会  タイムテーブル（目安）

上記タイムテーブルは目安です。空きコートに順次入ってもらいますので、コートの近くに待機してお
いてください。

女子　表彰式 　解散

男子表彰式



　　　2021年度第５回三観テニスシングルス大会（12月12日）
　　　における新型コロナ感染予防対策について

大会開催にあたっては、 「 JTA 公式テニストーナメント 再開ガイドライン 」に 沿って 、

新型コロナウイルス感染症予防対策を実施いたします 。

参加される選手の皆さまには、以下の事項について、ご協力をお願い いたします。

　　当日の受付時、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）、症状チェックリストの提出を

　　お願いします。

　なお、安全・安心のため、当日受付時に検温（非接触型にて）させていただきます。

（1）以下に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（前日までに問い合わせ先へ連絡）

　　※体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

　　

　　※同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

　　※過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

　 　　等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

（2） マスクを持参 し、会場では 試合中 以外は マスクを着用すること

（3） こまめな手洗い、手指消毒を実施すること （手指消毒剤を設置 します）

（4） 他の参加者、大会スタッフ等との距離はできるだけ２ｍを目安に を確保すること

（5）会場及びその周辺で大きな声で会話、応援等をしないこと

（6） 感染 防止のために大会主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従う こと

（7）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に 対し

　　 て速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること

「 JTA 公式テニストーナメント 再開ガイドライン」 2020/7/17 日本テニス協会）

2021年12月吉日

観音寺市スポーツ協会テニス部



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

大会・イベント当日、参加者（選手、スタッフ）は、本チェックリストに記入し、本部に提出してください。

※　生年月日　　　：　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　満　　　　　　歳

※　大会・イベント当日の体温 　：　　　　　　　　℃

※　住　　　所　： 　　         　県　　　　　　　　　市　　・　　郡　　　　　　　　　　町

※　連絡先 ―携帯電話番号、もしくは自宅番号　：　　　　　    　　 -          　 -           

※　連絡先　―メールアドレス　： 　　　　　　　　　　＠

【大会前２週間における以下の事項の有無】　　どちらかに○

①  平熱を超える発熱  　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　   有り　　　  ・　   　 無し

②  咳（せき）やのどの痛みなど、かぜの症状・・・・・　　　 有り　　　　・　　　　無し

③  だるさ（けんたい感）、息苦しさ（呼吸困難）　・・・　　　 有り　　　　・　　　　無し

④  臭覚（しゅうかく）や味覚（みかく）の異状　　・・・・　　　有り　　　　・　　　　無し

⑤  体が重く感じる、疲れやすいなど　　　　　　・・・・・　    有り　　　　・　　　　無し

⑥  新型コロナ感染症検査で陽性とされた人との

　　　濃厚接触の有無　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・   　有り　　　　・　　　　無し

⑦  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

     がいるか、いないか　　　　　　　　　　　　　　・・・・・　　　 いる　　　　・　　いない

⑧  過去１４日以内に政府から入国制限、入国後

     の経過観察を必要とされている国、地域への

     渡航または当該在住者との濃厚接触があるか

     ないか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・　　　 ある　　　　・　　　ない

※本チェックリストにより提出された個人情報は目的以外には一切使用しません。

フ　リ　ガ　ナ

名　　　前  　　　　　

新型コロナウィルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）症状チェックリスト

観音寺市スポーツ協会テニス部

大会・イベント名　 　：　　第５回三観テニスシングルス大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５回三観テニスシングルス大会

大会・イベント日付　： 西暦　　2021年　12月　12日


